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3　小括
2003年（平成 15年）、食品安全基本法が制定され、同時に内閣府に食
品安全委員会が設置された。食品安全基本法が求める食品安全行政の特徴
は以下の 3点であった。第一に、行政、規制の名宛人である営業者ではな
く、消費者である国民の健康保護を重視したこと、第二に、厚生労働省と、
関連する地方公共団体の機関だけではなく、食品の安全性に関係するすべ
ての行政機関が総合的に取り組むこととしていること、第三に、生命・健
康被害の実際の発生やその高い蓋然性の存在ではなく、それらのリスクが
生じる前に予防することに重点をおき、そのための食品の安全性を確保す
るために科学的知見を重視していることである。
食品安全基本法はこれまでの警察行政としての食品衛生行政とは全く異

なる考え方に立ち、食品の安全性の確保を図ろうとするものであった。こ
の新しい食品安全基本法を受け、2003年（平成 15年）5月、長年、行政
警察としての食品衛生を規律してきた食品衛生法が改正された。この改正
により、食品衛生法は消極目的から積極目的へと法制度上も、その性格を
大きく転換することとなり、警察行政からの離脱を明確に図ることとなっ
たのである。重要な改正点として、食品衛生法の目的（第 1条）に、「必
要な規制その他の措置を講ずることにより」、「国民の健康保護を図ること
を目的とする。」という文言が加わった。このことは、第一に、食品衛生
法にあっても、その主体として、行政と営業者だけでなく、消費者である
国民も加わったことを意味する。食品安全基本法第 3条に定める基本認識
「国民の健康保護が最も重要」という規定を受けたものである。改正前は「公
衆衛生が向上し増進すること」、すなわち行政が規制し、営業者がそれを
守ることで食中毒が発生しない等衛生的な生活環境を築くことを目的とし
ていたが、改正後は、「国民の健康保護」を目的として、行政が規制し、
営業者がそれを守ることで、食品の安全性を確保し、国民の健康の保護を
めざすこととなった。国民の保護を目的に掲げる積極行政へと再定位され
ることで、食品衛生行政は警察行政からの離脱が行われたのであった。第
二に、「必要な規制その他の措置を講ずることにより」と、国や地方公共
団体の積極的な責任を明確化したことである。カネミ油症事件の裁判例で、
国は行政便宜主義を主張し、国民への安全な食品の提供は反射的利益と考
えていた。しかし、裁判所においては、行政の自由裁量を前提にしつつも
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裁量収縮論等により国の責任を認めるようになっていった。新しい食品衛
生法は、食品の安全性を確保するために「必要な措置を講ずる」ことを法
制度上の積極的な責務へと高めたのであった。また、国及び都道府県等が
遂行すべき事務については、食品衛生法の条文にそれぞれ記述されていた
が、食品安全基本法第 6条に国の責務、第 7条に地方公共団体の責務が規
定されたことを受けて、食品衛生法においても第 2条で明確にわけて、そ
の積極的な責務が定められた。また、食品安全基本法第 15条を受け、食
品衛生法第 2条第 2項は、「食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実
施されるよう、相互に連携を図らなければならない。」と相互連携につい
てもあらためて定めた。農薬についても、食品衛生法第 12条に厚生労働
大臣と農林水産大臣との連携を規定しており、残留基準の策定のために必
要があるときは、厚生労働大臣は農林水産大臣に資料の提供その他必要な
協力を求めることもできるとしたのであった。
上記のような国内法レベルにおけるパラダイムシフトが起こる一方、グ

ローバル化も食品衛生行政に大きな影響を与えるようになる。
これらのことを概括すると、食品衛生行政は、食品安全基本法が制定さ

れたことを嚆矢に、食品衛生法の重要性は変わらないものの、多極化した
法律と多極化した組織によって、国際基準と調整をとりながら、幅広く食
の安全性を総合的に確保する食品安全行政へと、パラダイムシフトしたの
である 1）。

1） 2018年（平成 30年）6月、食品衛生法が改正された。改正の背景には、少子
高齢化や働き方の多様化、調理済み加工食品や外食、中食の増加、健康志向、国
際化等をあげている。主な改正は 7項目あり、HACCP制度の導入や食品用器具・
容器包装の衛生規制の整備、食品リコール情報の報告制度の創設等は国際基準と
の整合性や欧米諸国を意識したものであり、輸入食品や輸出食品の衛生証明書等
の関連については食品のグローバル化を意識したものであるといえよう。また、
オリンピック・パラリンピックが 2020年に開催されることから（2018年 3月時点）、
広域的な食中毒への対応強化、営業許可制度の見直しや営業届出制度の創設と
いった規制強化も盛り込まれている。HACCP制度については、先に述べたように、
Codex委員会は、1993年（平成 5年）に「HACCPシステムと運用のためのガイ
ドライン」を採択した。それに応じて、日本が導入した総合衛生管理製造過程制
度は、一般衛生管理も含む総合的なものであり、HACCPでは個々のラインの危
害要因分析を行うべきところを、危害リストをあらかじめ固定して決め、それを
危害要因とした点や、HACCP で扱うのは安全性のみであったが、それに加えて
品質もハザードとした点等が異なり、HACCPの考え方を用いているが、HACCP
制度とは異なるものであった。そのため、あらためて HACCP制度を導入するこ
ととなったのである。
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第 3編のまとめ

日本国憲法の制定により、法治主義は、明治憲法下の形式的法治主義か
ら、実質的法治主義へ展開した。
第一に、国会で制定された法律のみを法規とし、天皇の独立命令が否定

され、政令や府省令等法律以外の法規命令を制定する場合は、法律の委任
が必要となり、「法律の法規創造力の独占の原則」が確立した。第二に、
刑罰についてはすべて個別法に規定されるとともに、国民の権利義務に関
する規制は法律の個別具体的な根拠を要することとなり、「法律の留保の
原則」が確立した。これにより、「法律優位の原則」に加え、「法律の法規
創造力の独占の原則」及び「法律の留保の原則」が確立し、行政権がその
内容においても立法権と司法権のコントロールを受ける実質的法治主義へ
と移ったのである。第三に、行政救済制度として、行政事件訴訟法が制定
され、国民に対する行政の違法な侵害に対して訴訟による救済の道が設け
られた。国や公共団体の違法な行政活動により損害を被った場合は、国家
賠償も請求することができることとなった。
食品衛生行政においても食品衛生法が整備され、戦前の勅令や省令、府

県令のうち、権力的な取締りや罰則等国民の自由や権利を規制するものはす
べて法律や政令に整理されるとともに、法律を頂点とし、委任立法からなる
法体系が整備されたのであった。また、食品衛生行政に関連する判例をみ
ると、申請に対する許否処分の遅延に対する不作為の違法確認訴訟等明治
憲法下の行政裁判法では認められなかった裁判事例をみることができる。こ
れらの行政救済制度は、国民の権利利益を守り保障するだけでなく、行政を
統制し、行政運営の適法性を確保することにもつながるものであった。しか
し、実際には営業者は食品衛生法の規制を裁判所で争うことはほとんどなく、
業界団体の庇護の下で所管の厚生省や都道府県等との紛争を事実上表に出
すことなく交渉して解決し、行政との対立を回避していたのである。また、
戦前と同様に許可や検査等権力的手段による規制と取締りが行われ、警察
法としての性格は変わることがなかった。警察権の限界という制約のなかで、
食品衛生法についても消極目的からの規制を求めたのであった。
しかし、食品による大規模な健康被害を生ぜしめた事故が多発し、また、

日本が経済成長を遂げ食生活が豊かで多様化すると、これまでみられな
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かった新たな食品衛生問題が発生するようになった。当初は、行政は規制
の名宛人である営業者に対する調査権や命令権、許認可権等の規制を強化
することで対処していた。しかし、森永ヒ素ミルク中毒事件やカネミ油症
事件では、営業者に対する規制強化では消費者である国民の生命、健康を
擁護することができないことが明らかとなり、消費者保護基本法の制定に
よる消費者の権利擁護とともに、ここに従来の衛生警察の限界が見出され
ることとなった。
カネミ油症事件は、食品衛生法の警察法としての限界を顕著に示す事例

である。そこでは、被害者である国民を救済するために、行政の自由裁量
を前提にしながらも、一定の状況の下では裁量権がゼロに収縮する裁量収
縮論や、権限の不行使を裁量の濫用とする裁量権消極的濫用論、そして裁
量論そのものを否定する健康権論が登場するとともに、農林省と厚生省の
行政連携が不十分であったことを義務の懈怠とし、国の責任を積極的に認
めることとなった。判決が示すこのような考え方は、従来の警察法にはな
かったものであり、ここに裁判例のレベルにおける警察法からの離脱をみ
るのである。
また、健康権説は、実際に被害にあった国民を救済するために、国家賠

償法第 1条の「違法」の要件には、裁量の踰越や濫用ではなく、公権力行
使の注意義務・損害発生防止義務の懈怠の有無が判定されるべきであると
明言する点で、ラディカルで、警察法の全面的な克服をめざすものであっ
た。一方、裁量収縮論をとると、国民が行政庁に積極的に介入を請求する
権利を認めることになると評価する意見がある。しかし、食品衛生行政を
積極行政、予防行政と位置付け、営業者に対する規制権限行使と、国民に
対する安全性確保のための権限行使とは次元が異なるという考え方をとる
ならば、国家賠償法第 1条による被害者の救済の問題のレベルで、さらに
一歩進んで新たな行政救済の可能性を拓くものといえよう。

2003年（平成 15年）に制定された食品安全基本法は、食品衛生行政に
本格的な転換を促した。同法が求める食品安全行政は、これまでの食品衛
生法による食品衛生行政と大きく異なり、消費者である国民の健康保護を
重視したこと、食品の安全性に関係する各行政機関が総合的に取り組むこ
と、食品の安全性を確保するために科学的知見を重視していることの 3点
に集約される。同法の制定を受けて、同年、食品衛生法が改正された。こ
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の改正で、特筆すべきは目的の改正と国及び都道府県の責任の明確化、総
合行政である。法の目的は、食品衛生法の主体が、行政と営業者に加えて、
消費者である国民となったことが大きく影響し、改正前は「公衆衛生が向
上し増進すること」、すなわち行政が規制し、営業者がそれを守ることで
食中毒が発生しない衛生的な生活環境が築かれることを目的としていた
が、改正後は、「国民の健康保護」、すなわち行政が規制し、営業者がそれ
を守ることで、食品の安全性が確保され、国民の健康が保護されることへ
と改められ、積極行政としての食品衛生行政の目的となった。また、「必
要な規制その他の措置を講ずることにより」と、国や地方公共団体の責任
を明確化した。カネミ油症事件の判例で、国は行政便宜主義を主張し、安
全な食品の提供は反射的利益とした。裁判所においても行政の自由裁量を
前提に裁量収縮論により国の責任を認めた。しかし、この文言により、食
品の安全性を確保するために、「必要な措置を講ずる」ことを義務付けし
たのであった。国及び都道府県等が遂行すべき事務や相互連携については、
第 2条で明確化された。
食品安全基本法が制定されてから、食品衛生関連法令は消費者を主体と

する法律が制定され、規制機関についても多極化した。そのなかでも、消
費者庁は食品表示を一括して担う等設置された意義は大きい。これらのこ
とを概括すると、食品衛生行政は、食品安全基本法が制定されたことを嚆
矢に、食品衛生法の重要性は維持しつつ、多極化した法律と多極化した組
織によって、国際基準と調整をとりながら、幅広く総合的に食の安全性を
確保する食品安全行政へと、パラダイムシフトしたのである。

おわりに

明治憲法制定前の法制度をみると、明治国家の体制が整備されていくな
か、関係行政機関がそれぞれに制定した「規則」等により、取締りを行っ
ていた。食品衛生分野においても、全国的な食品衛生の取締りは、日常的
な秩序維持を目的とする違式註違条例の中に食品関連の規律を設けて行っ
たのが最初であった。違式註違条例は処罰対象となる違反行為を列記した
取締規則であった。1890年（明治 13年）には、刑法が制定され、そのな
かに食品衛生に関する違反行為と処罰について規定されており、これ以降
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は刑法が食品衛生に関する取締りの根拠となった。食品衛生の違反行為は、
主に最も軽い罪である違警罪に位置付けられた。しかし、憲法が制定され
ておらず、したがって議会も設置されていない時代の刑法は、議会制定法
という意味での法ではなく、政府の命令であった。刑法と同時に、訴訟手
続を定めた治罪法も制定され、違警罪に関しても、裁判管轄及び公判手続
が規定され、審級的な訴訟手続が形式的には保障されることとなった。し
かし、違警罪については、1881年（明治 14年）の太政官布告、1885年（明
治 18年）の違警罪即決例の制定によって、治罪法に基づく裁判所による
刑事手続は排除され、警察による処断権が確立されたのであった。
行政実務としては、1878年（明治 11年）に地方官庁である各府県が制
定した規則で、営業者に対する営業申請、検査、許可等の規定をみること
ができ、各府県では、許可権限に基づく行政指導や命令、許可の取消し、
停止等が行われていた。この時期、行政法に属する命令や許認可等の萌芽
をここにみることができる。
取締りを行う機関は、1871年（明治 4年）、裁判や処罰を担当していた

刑部省と違反行為の取締りを行っていた弾正台が統合され、司法省が新た
に設置されると、翌年、司法省の下に警察機能を果たす組織を管轄とする
警保寮が設置された。さらに 1873年（明治 6年）に内務省が設置され、
警保寮は司法省から移管された。内務省では、この警保寮が後に行政警察
を担う機関となった。1875年（明治 8年）に、文部省から医制を含む衛
生行政関係の事務が内務省へ移管されると、内務省は幅広い分野を所管す
ることとなった。これらのことにより、内務省に権限が集中し、行政警察
による取締権限を強大化していくこととなった。1883年（明治 16年）に
は内務省に衛生局が設置され、衛生局保健課公衆衛生部の事務の一つとし
て、飲食物の取締りが位置付けられた。
行政に対する訴訟は、1872年（明治 5年）、司法省の布達により日本で

は初めて認められることとなり、1874年（明治 7年）には出訴できる事
項が明示され、主観訴訟だけでなく、一般公同、いわゆる公益のために出
訴する客観訴訟も設けられた。しかし、公益のための訴訟は、裁判の実施
にあたり、裁判所は太政官に報告し指示を仰ぐ必要があった。当時、人民
が行政を訴えた裁判はあったが、行政は裁判所の判決に服従しないことも
多く、裁判所の権限は弱く、司法による行政の統制は困難であった。
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理論にあっては、日本の近代的警察制度は、当初フランスの制度をモデ
ルとしたことから、司法省が司法警察と行政警察の分離を検討していた。
そして、政変により廃案となったが、警察規則案では、行政警察と司法警
察を明確に区分し、両者の混同を禁じていた。1874年（明治 7年）に司
法警察規則、翌 1875年（明治 8年）に行政警察規則が制定され、目的と
職務が整理されたものの、警察はさまざまな取締規則に基づき、人民を監
視し、違反者の捕縛と処罰を行うのみで、理論が求めた行政警察と司法警
察の区別は、制度上実現しなかったといえる。
この時代、政府は、自らが定めた法において違反行為を規定し、自ら刑

罰による取締りと規制を行い、自ら裁きを行っていたのである。
1889年（明治 22年）、明治憲法が制定されると、議会の協賛を得て、
さまざまな法律が整備された。
食品衛生の取締りを全国一律に行うための基本法として、「飲食物其ノ

他ノ物品取締ニ関スル法律」が制定された。この法律は、行政によって制
定された法という名称の命令とは異なり、帝国議会により制定された法律
である。また、規定内容も、命令、禁止、許可といった行政処分と廃棄、
収去といった即時強制の措置が規定されており、全体で 4条という短い法
律であるにもかかわらず、行政法として位置付けることができるものと
なっている。この法律に基づき、行政警察が法制度上確立し、その一つで
ある衛生警察制度が、これ以降展開したのである。
また、法の制定・施行に伴い、牛乳や清涼飲料水、有害性着色料等特に

重要な食品及び関係製品については、対象毎に具体的な規則が、内務省令
により定められ、これにより、我が国の食品衛生行政の法規制の枠組が作
られたといえる。
しかし、明治憲法は、君主権力の強力かつ広範囲な独立性を認めた外見

的立憲君主制と、それに基づく大きな制約を受けた形式的法治主義という
二つの側面を有し、天皇に緊急勅令や執行命令、独立命令を認めていた。
議会で制定された法律は、行政権発動の根拠となる一方で、「飲食物其ノ
他ノ物品取締ニ関スル法律」にみられるように、規定内容は限定的で、法
執行のための手段や基準は抽象的な規律にとどまり、具体的で実質的な規
律は政府の命令等に、法による個別具体的な委任のないまま委ねられてい
たのである。食品衛生行政においても、法律はあったものの、食品衛生を
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確保していくため、内務省令により、人民に義務を課し、権利を規制する
規則を数多く制定し、さらには府県においても、取締りを施行するために
より具体的な規則を制定していた。そして、それらはすべて法律の個別の
委任のない命令であり、これらが営業の自由や財産権を規制する法的根拠
となっていたのである。
また、義務を課す命令に従わない場合は可罰行為とし、処罰することで
その実効性を確保した。罰則についても、法律以外で、すなわち、内務省
が制定する規則や府県等が制定する細則においても規定された。省令や県
令等が設ける罰則については、「命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件」（明治
23年 9月法律第 84号）、「省令庁令府県令及ビ警察令ニ関スル罰則ノ件」（明
治 23年 9月勅令第 208号）が定められ、命令の条項に違反する者に対す
る刑罰や、各省大臣、地方長官、警視総監が附すことができる罰則について、
そこでは一般的に規定しており、これらの法律及び勅令が、個別の法律の
委任のない規則であっても、そこに罰則規定を設けるための法律の根拠と
なった。しかし、すべての規則や府県令に罰則を設けることを一般的に認
めるこれらの法律は、形式的かつ包括的なものであり、強力な行政権の存
在を容認するものでしかなかった。これらの権力的手段がおかれることに
よって、法律ではなく命令に基づく行政警察が制度上成立したのであった。
食品衛生行政については、1883年（明治 16年）から長く半世紀にわたり、

内務省の衛生局が所管するものであった。しかし、1938年（昭和 13年）、
厚生省が勅令により設置されたことにより、保健衛生行政はこの厚生省の
衛生局の所管となった。また、その前年である 1937年（昭和 12年）、保
健所法に基づき、国民の体位向上を目的に、健康の指導機関として全国に
保健所も設置され、厚生省の所管となった。一方、警察については、引き
続き内務省の所管のままであった。食品衛生に関する行政警察権の行使を
含め、取締りの方は、従来同様、厚生省が生まれたこの時代も警察が行っ
ていたのである。

1942年（昭和 17年）、国民体力法の改正に基づき、地方長官が有して
いた、療養に関する処置命令権等行政処分の権限を、これまで衛生指導だ
けを行ってきた保健所長が有することとなった。同年 10月、地方官制の
改正が行われ、衛生事務は府県の警察部から内政部へ所管替えとなった。
しかし、飲食物その他の物品取締等については、そのまま警察署の所管と
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して残り、指揮監督も警察部が行っていたが、深刻な食糧不足から、これ
までの食品衛生の基準は緩和され、収去検査も実施されなくなっていった。
さらに、戦争が激化すると、食品衛生行政は権力的処分も非権力的な活動
も事実上遂行できなくなり、機能不全に陥ったのであった。1944年（昭
和 19年）には、保健行政に関する届出はすべて保健所を経由することと
なり、また、保健所長は検疫委員、労働監督官等を補することとなり、保
健所は非権力的な指導を行う機関から指揮監督権や処置命令権を有する権
力的機関へと変わっていったのであった。戦争をきっかけに、権力的な取
締りを行ってきた行政警察の権限が保健所へと引き継がれたが、この時、
保健所は、戦後の展開につながる行政権限を付与されたのであった。
実際の行政の活動状況を記した内務省の衛生局年報をみると、明治時代

から大正時代にかけて収去検査数が増加し、行政処分数もコンスタントに
あった。当時、収去検査が積極的に行われ、行政処分や強制措置よる取締
りが行われており、行政警察としての食品衛生実務が展開されていたこと
がわかる。
しかし、1930年代に入ると、検査件数は増加するものの、従来のよう

な行政処分ではなく、違警罪による処罰が増加し、さらに太平洋戦争に突
入すると、行政警察の実務は、再び刑罰の賦科へ、そして戦争遂行のため
の予防へと転換した。行政警察としての食品衛生行政は後景に退いたので
あった。もう一度、行政警察としての展開と、さらに、その克服という軌
道に戻るのは、戦後、日本国憲法の制定後を待たなければならなかった。
これらの変化、その限界、後退は、当時の裁判実務からもうかがうこと

ができる。裁判記録をみると、行政裁判についても刑事裁判についても食
品衛生関連はあまり多くない。ほとんどの事件が命令による廃棄処分で終
わり、悪質なものが警察犯処罰令による科料、略式命令による罰金が科せ
られていた。裁判例をみると、行政裁判例では、手続の不備等により却下
されるか、審議に入っても行政命令が適法であることを認め、請求を棄却
するものがほとんどであった。しかし、当時の裁判例のなかには、営業者
の父が過去に犯した違反行為を理由として行った料理屋の営業免許取消処
分について、これを料理屋営業取締規則の目的に合致しないと判示し、そ
して、行政に自由裁量があるが、それはいかなる処分をなすことも認めて
いるものではないと述べるものもあった。これは、警察比例の原則を積極



91法政論集　290号（2021）

日本における食品衛生法制の展開（7・完）（伊藤）

的に用いて処分を取り消した事例であり、当時としては注目すべきもので
あった。この事件は、後の日本国憲法下における個室付浴場建設を阻止す
るという、法律の目的とは異なる目的を追求して、建設地に近い町有地を
児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可した事件を、違法と判断した
裁判例を想起させるものであった。また、刑事裁判例では、清涼飲料水に
異物が混入した類似事件においても、年代によって判決が異なっており、
大正デモクラシー期には刑事罰からの解放と行政処分への移行が認められ
たのであった。しかし、1930年代に入ると再び刑事罰への回帰が、裁判
実務においても進むことになる。
明治憲法下、法の目的を達成するため、行政庁に行政処分や即時強制と

いった規制権限を授権し、法違反を取り締まる行政法の仕組みが登場した。
この種の取締りに関する行政法について、これを伝統的な行政法学では、
警察法ととらえた。美濃部達吉は、その著書『日本行政法』のなかで、行
政警察を、「社会公共の利益を保全することを直接の目的とし、国家統治
権に基づき人民に対して命令し、必要な場合は実力をもってこれを強制す
る作用」と定義した。
この時代の行政警察をみると、政府は、警察制度を構築するにあたり、

強力な行政権に基づく警察国家による秩序の維持だけでなく、福祉の増進
を図ることも行政警察の特徴の一つと位置付けており、行政警察制度は、
警察国家における福祉警察の特徴も顕著にもっていた。明治憲法が制定さ
れると、食品衛生行政においても、法の整備が進むとともに、刑罰による
取締りから行政処分及び強制措置による取締りへと推移した。しかし、食
品衛生に関連する規則をみると、検査とともに清潔な生産環境の確保、容
器の消毒等予防事項についても規定されており、引き続き警察国家時代の
福祉警察の規制についても残存していた。すなわち、当時の警察は近代的
な行政警察に脱皮することはできなかったのである。したがって、理論と
現実の実務及び制度との間には、ずれがあったのである。
戦後、日本国憲法が制定されると、あらゆる分野で法律が整備しなおさ

れた。法律の制定は国会のみの権限となり、国民の自由や権利を制限する
ものは法律で規定されることが原則となった。法体系も整備され、法律を
頂点とし、法律の委任によりそれを補う法規命令等により、委任の法理に
基づくピラミッド型の法体系ができた。食品衛生行政においても、1947
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年（昭和 22年）に食品衛生法が制定され、その委任により、1948年（昭
和 23年）に省令（施行規則）と省令に基づく食品や添加物等の規格基準
が設けられ、そして 1953年（昭和 28年）に政令（施行令）も制定され、
法律、政令、省令という法体系が整備された。罰則等営業者の自由や権利
を規制する内容のものは、法律において規定されることとなった。食品衛
生施行規則（省令）は、食品や食品添加物、容器包装や器具等の規格基準
を定めた。また、行政規則である通達をみるならば、厚生省は全国一律の
食品衛生行政を確保するため、食品衛生法の法解釈や法運用について、通
達で詳細に規定した。しかし、戦争直後で著しい食糧不足と極めて低い衛
生環境にあったことから、食品の衛生向上が喫緊の課題となり、食品衛生
法の目的は、まずは公衆衛生の向上であり、法律は新しい食品衛生法となっ
たものの、この法律は、戦後も引き続き警察法のままであった。
しかし、食品の安全性の問題や大きな食品事故等の発生に対応し、法改

正が行われていく。大きな改正としては、1957年（昭和 32年）の第 9次
改正で森永ヒ素ミルク中毒事件に対応したものがある。そこでは、食品の
加工・製造を行っている営業者が自ら専任の食品衛生管理者を置くことが
規定されており、ここに、これまでの行政警察法にはなかった営業者によ
る自主的衛生管理の仕組みの導入をみることができる。また、カネミ油症
事件が発端となった 1972年（昭和 47年）の第 12次改正は、消費者保護
基本法が制定されたことも影響し、「安全性に疑念がある」ものや「安全
性に確証がない」ものも積極的にその販売が禁止された。この改正案につ
いて、国会は、カネミ油症事件の内容と合わせ、食品衛生法の運用につい
て「危害の防止のみならず、積極的に国民の健康の保護増進」と、「厚生
省を中心に関係各省の緊急な協力体制を整備すること」等を附帯決議して
いる。ここに、これまで行政警察としての食品衛生法にはなかった、積極
的な国民の健康保護と、各省間の協力という仕組みが入った。
警察行政としての食品衛生法は、取締りを行う行政と、規制を受ける営

業者の 2極構造を有するものであったが、これに消費者という第三者が、
それまでの反射的利益を享受する立場ではなく、法主体の一つとして登場
したのである。また各省間の協力については、これまで厚生省のみで所管
し、消極目的を掲げ、かつ、主に権力的手段を用いて取締りを行ってきた
点で、典型的な行政警察としての食品衛生行政について、消費者保護を所



93法政論集　290号（2021）

日本における食品衛生法制の展開（7・完）（伊藤）

管する経済企画庁や農産物に関する農薬や表示の規制等を所管する農林省
等他の複数の関係省庁との協力、連絡、協調の仕組みを設けるものであっ
た。これにより、行政組織相互の間に統一的な意思を構成するための「調
整」は、従来の行政警察としての食品衛生行政の警察行政からの離脱を象
徴する、行政組織法上の新たな行為の登場となったのである。また、積極
的に国や都道府県等の責任とその権限を保障するとともに、営業者の責任
強化と自主的衛生管理を求める仕組みが食品衛生法に追加（第 19条の18）
され、消極的な行政警察からの離脱が行われている。
行政実務では、食品衛生関連法令を積極的に解釈し、食品事故や食中毒

の発生、科学技術の発展に伴う新たな事実の確認の際には、法が求める本
来の抑制的な対応にとどまるのではなく、迅速で積極的な対応を行うよう
になった。すなわち、施行規則や規格基準等下位の命令、又は通達を新た
に制定したり、その改正を行うことで、このような対応を行ったのであっ
た。特に、施行規則や規格基準については、政令のように各大臣等閣僚の
了承が必要とされないことから関係省庁との調整も不要なため、しばしば
臨機応変に改正された。また、機関委任事務であり、厚生省に包括的な指
揮監督権があったことから、森永ヒ素ミルク中毒事件の粉ミルクの販売停
止の通知のように、国は積極的な緊急対応を全国一律的に行った。
一方で問題点もあった。規格基準は、国立衛生検査所等の科学的検証を

基に、専門家による審議会に諮問され、科学的かつ専門的な知見に基づく
ものであり、食品事故の発生やその被害を積極的に予防し、再発を防止す
るとともに、営業者の自主的衛生管理も促すものであった。したがって、
専門技術的知見に基づく規格基準は、行政警察としての食品衛生にはな
かった専門技術的な裁量権を広く行政に付与し、積極的な活動を促すもの
であった。しかし、食品衛生法では、規格基準に合わないものは製造・販
売を禁止しており、国民の権利・利益を侵害する規制となることから、こ
の新たな広い裁量権について、その積極的な意義を認めつつ、その恣意的
な運用をどうコントロールしていくかが課題となる。
地方自治においても、都道府県知事の役割と権限が明確化され、営業施

設の基準の策定や、営業許可やその取消し等が地方公共団体の役割となっ
た。地方公共団体は監視・指導を実施していく上で必要とする規定を定め
た、都道府県知事による規則等を整備した。また、都道府県知事は、食品
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衛生法第 21条第 3項に基づき、営業者の営業許可に地域に必要な条件を
付加することができた。このため、地方公共団体は、地方の必要性に応じ、
許可の対象とする営業施設の業種を増やす横出し条例を制定した。さらに、
地方公共団体は、地方独特の食習慣や食文化等を考慮し、法律の空白部分
に係る独自条例を制定し規制を行った。例えば、大阪や東京のフグ条例は
営業規制業種を増やす横出し条例であり、長崎県の魚介類の行商の条例も
食品衛生法の規制対象外の営業を規制する独自の条例である。
法律や政省令といった法制度と並んで、行政実務において重要な役割を

果たしたのは、厚生省からの通達であった。厚生省は、食品衛生法施行規
則の公布（昭和 23年 7月 13日）後、1か月足らずのうちに各道府県知事
あてに「食品衛生法施行に関する件」（昭和 23年 8月 5日厚生省発衛 6号
厚生事務次官通知）を通知している。そこには、食品衛生行政を行ってい
く上で、実務上必要となる法解釈や法の運用に関する方向性、法の条文解
釈、製品検査や食品衛生監視員、営業許可、行政処分等法を運用していく
にあたり法令で規定されていない具体的な方法や注意事項等について、法
執行を補う留意事項として周知するという内容が盛り込まれていた。例え
ば、経済面や風俗面からの取締法規である飲食営業緊急措置令や風俗営業
取締法による取締りとの連絡調整については、対象とする営業者が重なり、
立入調査等調査権限も同様であることから、実際の運用は縦割り行政で
あったとしても、行政分野を超えて情報共有、場合によっては合同調査等
の連携を図ることを求めている。さらに、法の運用については、警察機構
から衛生機構へ移行したことを好機ととらえ、積極的な業務推進を依頼す
るとともに、取締りについては指導・啓蒙を中心とし強権発動は必要最小
限とするように求めた。法の運用の科学性、計画性や経済事情の変動との
連関、機動性をもった処理等、詳細な注意事項と合わせ、食品衛生予防に
対する積極的な姿勢がうかがわれる。都道府県に対して国のパターナリズ
ム的な実務傾向は見受けられるものの、当時としては、警察行政からの脱
却を図るものという点で進歩的な内容を有するものであり、厚生省の意欲
的なこれらの通達により、地方公共団体は食品衛生行政の積極的な実現に
向けて努力することとなった。通達はあくまで内部規則として位置付けら
れており、外部に対する強制力はなかった。しかし、通達は省庁の部局長、
課長レベルで出すことができ、法令の解釈基準や行政が裁量権を行使する
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際の裁量基準等行政執行基準を示すものであることから、食品衛生行政が
中央集権体制であったことや機関委任事務であったことと併せて考える
と、公務員にとっては法的拘束性を確実に有していたといえる。通達は、
告示することもなく、国民も裁判所も拘束されることのないものであった
が、実務上は、営業者にとっても、通達の内容から許可やその更新等の迅
速かつ円滑な手続と実際の運用を知ることができたため、自ら率先して通
達に従った。
通達には、食品衛生行政の現場での取組に対して重要な方針を示すもの

が数多くある。食品衛生行政は法の解釈や運用について裁量権を拡大して
おり、違反行為に対してどのように取り締まるかについても、その時々の
通達をみながら、国の政策を理解し、社会状況を考慮しながらその取締実
務を厳しくしたり、緩くしたりした。例えば露店飲食営業については、
1949年（昭和 24年）には無許可営業の厳重な取締りによる漸減策を指示
した「いわゆる『露店飲食営業者』の取扱いについて」という通達が出さ
れたが、6年後の 1955年（昭和 30年）には、露店飲食営業者がかえって
増加し続けていることから、これまでの方針が実態に即していないと政策
方針を転換し、当該営業者に許可を認める「いわゆる『露店飲食店営業』
に対する措置について」という通達が出された。この通達を受けて、都道
府県では露店の営業許可条件を定め、条例に取り入れたり要綱を策定した
りしている。
法を執行していくための体制としては、戦争中、食品衛生を除く衛生警

察の権限は保健所が所管するようになった。戦後は、GHQの要請により、
1947年（昭和 22年）、保健所法が制定され、保健所の指導権限の強化と、
地方における衛生行政の一体化、警察と公衆衛生事務の切り離しが行われ
た。食品衛生法に基づき、各都道府県では、食品の臨検検査や収去検査を
行うため、食品衛生の専門知識を有する食品衛生監視員を設置し、彼らを
保健所に配置した。食品衛生に関する取締りは、明治憲法下、警察が所管
し取り締まってきたが、食品衛生法により、警察組織から食品衛生を専門
的に担う行政組織へと移管されたのである。また、有毒食品の販売等を除
き、食品衛生法は、取締りに際して、直接的な制裁の前に、食品衛生監視
員による行政指導や、保健所長による指示命令等いわゆる「ワンクッショ
ン・システム」を介在させていることも、目的を積極化し、処分の名宛人
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を行政が政策的に誘導することができるようにした点で、警察行政からの
脱却を図るものであった。
裁判では、日本国憲法が制定されると、行政裁判制度が廃止され、行政

事件も民事事件と同様、司法裁判所が管轄することとなり、1948年（昭
和 23年）の行政事件訴訟特例法の制定を経て 1962年（昭和 37年）に行
政事件訴訟法が、1947年（昭和 22年）に国家賠償法が制定された。行政
訴訟においても控訴及び上告ができるようになった。訴訟対象についても、
概括主義を採用したことにより、広く行政処分がその対象として認められ
ることとなった。こういった訴訟は、国民の権利や利益を守るだけでなく、
行政活動の統制の役割を果たすものとなっている。しかし、門戸は開かれ
ても国民の権利が十分保障されたわけではなかった。1975年（昭和 50年）
頃までの食品衛生法関連の行政処分に関する判例は、依然として食品衛生
法を警察法として捉える判例が多い。原告適格についても、主婦連ジュー
ス事件のように、国民全体に影響する事案であっても、そのことがかえっ
て反射的利益として位置付けられる等、課題も多く残っている。
また、国家賠償についても、日本国憲法下においては、国家無答責の法

理が否定され、明治憲法下と異なり、違法な公権力の行使について広く国
家賠償が認められることとなった。しかし、一連の判例をみると、戦後長
く、国が責任を認め、その賠償を行うことはまだまだ難しい状況にあった
ことがわかる。
しかし、食品による大規模な健康被害を生ぜしめた事故が多発し、また、

日本が経済成長を遂げ食生活が豊かで多様化すると、これまでみられな
かった新たな食品衛生問題が全国規模で発生するようになった。行政は、
食品衛生法やその関連法令の改正により、規制の名宛人である営業者に対
する調査権や命令権、許認可権等の規制を強化することで、まずは対処し
ていた。しかし、森永ヒ素ミルク中毒事件やカネミ油症事件では、営業者
に対する規制強化だけでは消費者である国民の生命、健康を擁護すること
ができないことが明らかとなり、消費者保護基本法の制定による消費者の
権利擁護が始まるとともに、従来の衛生警察の限界が見出されることと
なった。
このような食品衛生法の警察法としての限界を打開した裁判例として、

カネミ油症事件があった。
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カネミ油症事件は、食品衛生法の行政警察法としての限界を顕著に示し
ている。しかし、そこでは、実際に被害にあった国民を救済するために、
伝統的行政法学の考え方である行政の自由裁量論や、国民の反射的利益論
を超えて、行政の自由裁量を前提にしながらも、一定の状況の下では裁量
権がゼロに収縮する裁量収縮論や、権限の不行使を裁量の濫用とする裁量
権消極的濫用論、そして国家賠償法のレベルにおける裁量論そのものを否
定する健康権論が登場する。いずれの立場にあっても、農林省と厚生省の
行政連携が不十分であったことを義務の懈怠とし、国の責任を積極的に認
める裁判例の登場を導くこととなった。判決が示すこのような考え方は、
従来の警察法にはなかったものであり、ここに警察法からの裁判実務にお
ける離脱をみることができるのである。
このカネミ油症事件を契機に、理論にあっても、食品衛生法の行政警察

法としての見直しが行われた。
例えば、下山瑛二の健康権説は、実際に被害にあった国民を救済するた

めに、国家賠償法第 1条の「違法」の判断は、広範な裁量を前提に、その
踰越や濫用を例外的にコントロールするものではなく、積極的に行使すべ
き公権力の注意義務・損害発生防止義務の懈怠の有無が判定されるべきで
あるとすると明言する点で、ラディカルに、警察法の全面的な克服をめざ
すものであった。原田尚彦は、裁量収縮論が、国民が行政庁に積極的に介
入を請求する権利を認めることになるという点を評価した意見を述べるよ
うになる。これらの新しい行政法理論のように、食品衛生行政を積極行政、
予防行政と位置付け、営業者に対する規制権限行使と、国民に対する安全
性確保のための積極的な権限行使とは次元が異なるという考え方をとるな
らば、まずは国家賠償法第 1条による被害者の救済の問題のレベルで、従
来の行政警察法にはなかった新たな行政救済の可能性が拓かれるものと
なった。
ここまでみてきたように、食品衛生の警察法からの離脱は、まずは行政

法理論において、また、行政実務、そして、裁判実務の新たな展開のなか
で、顕著な傾向となっていた。この傾向が、警察法として位置付けられて
いた食品衛生法を中心とする食品衛生法制度の変革へと結びつくことと
なったのが、BSE問題であった。

2001年（平成 13年）9月、日本においても牛海綿状脳症（BSE）の発
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生が確認された。同年 11月、農林水産大臣及び厚生労働大臣の私的諮問
機関「BSE問題に関する調査検討委員会」が設置され、その提言を受け
て「食品安全行政に関する関係閣僚会議」が開催され、2002年（平成 14年）
6月に「今後の食品安全行政のあり方について」がとりまとめられた。そ
して、翌 2003年（平成 15年）に、食品安全基本法（平成 15年 5月 23日
法律第 48号）が制定され、同時に内閣府に食品安全委員会が設置された
のであった。そして、これらの改革を嚆矢として、新しい食品安全行政が
行われることとなった。
食品安全基本法が求める食品安全行政の特徴は以下の 3点にあった。第

一に、行政、規制の名宛人である営業者ではなく、消費者である国民の健
康保護を重視したこと、第二に、厚生労働省と関連する地方公共団体の機
関だけではなく、食品の安全性に関係するすべての行政機関が総合的に取
り組むこととしていること、第三に、生命・健康被害の実際の発生やその
高い蓋然性の存在があって初めて介入するのではなく、それらのリスクが
生じる前に予防することに重点をおき、食品の安全性を確保するために科
学的知見を重視していることである。
この結果、食品安全基本法はこれまでの警察行政としての食品衛生行政

とは全く異なる考え方に立って、食品の安全性の確保を図ろうとするもの
であった。この新しい食品安全基本法を受け、2003年（平成 15年）5月、
長年、行政警察としての食品衛生を規律してきた食品衛生法が改正された。
この改正により、食品衛生法は消極目的から積極目的へと法制度上、その
性格を大きく転換することとなり、警察行政からの離脱を、法制度におい
ても明確に図ることとなったのである。重要な改正点として、食品衛生法
の目的（第 1条）に、「必要な規制その他の措置を講ずることにより」、「国
民の健康保護を図ることを目的とする。」という文言が加わった。このこ
とは、第一に、食品衛生法の主体として、行政と営業者だけでなく、消費
者である国民も加わったことを意味した。食品安全基本法第 3条に定める
基本認識「国民の健康保護が最も重要」という規定を受けたものである。
改正前は「公衆衛生が向上し増進すること」、すなわち行政が規制し、営
業者がそれを守ることで食中毒が発生しない等衛生的な生活環境が築かれ
ることを目的としていたが、改正後は、「国民の健康保護」を目的として、
行政が規制し、営業者がそれを守ることで、食品の安全性を確保し、国民
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の健康の保護をめざすこととなった。国民の保護を目的に掲げる積極行政
へと再定位されることで、食品衛生行政の法制度レベルにおいても、警察
行政からの離脱が完成したのであった。第二に、「必要な規制その他の措
置を講ずることにより」、国や地方公共団体の積極的な責任を明確化した
ことである。カネミ油症事件の裁判例で、国は行政便宜主義を主張し、安
全な食品の提供は反射的利益と考えていた。しかし、裁判所においては、
裁判例という法実務のレベルにおいて、行政の自由裁量を前提にしつつも
裁量収縮論等により国の責任を認めるようになっていた。新しい食品衛生
法は、食品の安全性を確保するために「必要な措置を講ずる」ことを、法
制度上も、積極的な責務へと高めたのであった。また、国及び都道府県等
が遂行すべき事務については、食品衛生法の条文にそれぞれ記述されてい
たが、食品安全基本法第 6条に国の責務、第 7条に地方公共団体の責務が
規定されたことを受けて、食品衛生法においても第 2条で、それぞれの積
極的な責務が明確に定められた。また、食品安全基本法第 15条を受け、
食品衛生法第 2条第 2項は、「食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に
実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。」と相互連携につ
いてもあらためて定めた。
この改正は、これまでの食品衛生法のあり方を大きく変えるものであり、

ここに食品衛生行政は、先行した法理論と法実務だけではなく、法制度に
おいてもようやく警察行政からの離脱が行われるに至り、食品衛生行政は、
行政警察、そしてその一つである衛生警察の行政から食品安全行政へとパ
ラダイムシフトしたということができる。
上記のような国内法レベルにおけるパラダイムシフトが起こる一方、時

代はさらに進んで、グローバル化が食品衛生行政に大きな影響を与えるよ
うになる。
まず、1980年（昭和 55年）に、日本においても、GATT東京ラウンド
の成果の一つである「貿易の技術的障害に関する協定」（TBT協定）が批
准され、貿易障壁の軽減・撤廃が求められることとなった。その後、
GATTウルグアイラウンドでは、1994年（平成 6年）に「検疫植物衛生
措置の適用に関する協定」（SPS協定）を含むマラケシュ協定が結ばれた。
また、国際連合食糧農業機関（FAO）と世界保健機構（WHO）は、1963
年（昭和 38年）、食品の安全性と品質に関して国際的な基準を定める
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Codex委員会を設立しており、グローバルなこれら一連の新しい組織とそ
の取極めは、日本の食品衛生行政に大きな影響を及ぼすこととなる。

1983年（昭和 58年）、政府は、「基準・認証制度等連絡調整本部」を設
置し、基準・認証制度の改善として、食品添加物については、各国衛生当
局と十分な調整を行いつつ新たな指定等につき措置すること、指定にあ
たっては FAO／WHO 合同食品添加物専門家委員会の評価を参考とする
こととし、これらを新たに参照した規格基準の改訂へ、すなわちグローバ
ル化に対応する政策へと変えることを発表した。同年 4月 11日、厚生省
の審議会の一つである食品衛生調査会毒性・添加物部会においても、国際
基準に整合化し、食品添加物について見直すとともに新たな指定を行って
いく方針を示し、食品添加物に対する政策が大きく転換することとなった。
政府は、1985年（昭和 60年）の「市場アクセス改善のためのアクション・
プログラムの骨格」で、食品衛生法等に関する基準・認証制度や輸入プロ
セスに関する具体的な改善措置を示し、その結果、1986年（昭和 61年）
に食品添加物の規格基準が全面的に改正され、公定書も改訂された。食品
の輸入手続についても、国際基準に準拠し国内検査・審査手続等の簡素化・
迅速化が図られ、安全性が確保されている加工食品原料の届出の省略等の
対策が講じられた。
こういった規制緩和は、輸入食品の検査等を所管する行政組織にも影響

し、食品衛生の分野で輸入食品の検査等を行っていた食品衛生監視員事務
所は、1982年（昭和 57年）に検疫所と統合された。
このようなグローバル化に伴う諸外国からの要請による食品衛生の規制

緩和は、国民に大きな不安をもたらした。これまで日本では食品等の規格
基準や食品添加物の指定は、国による、いわゆる一国の閉ざされた空間に
おける規制であったが、新たに国際機構等が定立するグローバルな基準と
いう国境を越えた規制が参照され、適用されるようになったのである。特
に、食品添加物の指定は省令で行われており、食品の規格基準は告示で行
われていたことから、これまでのように国会制定法である法律があり、そ
の委任により設けられるものではなくなり、かつ、当時はまだパブリック
コメント等消費者としての国民の声を反映する機会もなく、グローバルな
基準という国境を越える規制が、法律を回避し、省令や告示を介して日本
に持ち込まれることになった。これは、国民による民主的コントロールの
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枠外に規制が置かれるものであった。
また、この国際基準については、例えば、SPS協定で国内基準は国際基
準に合わせるよう規定されているものの、拘束力がないことから、受入れ
にあたっては、自国民にとって安全性を確認し、国民の不安を解消するた
め、国内における慎重な科学的検証が必要とされている。しかし、実際は、
国が国際基準を受け入れるかどうかは、政策的判断と命令レベルでの制度
化によって進められており、その民主的コントロールの確保は、大きな課
題となっている。
グローバル化によって、国の規制の方がこのように後退するなかで、食

品衛生を確保していくためには、営業者による自主的衛生管理がこれまで
以上に重要となっている。かつて、食品衛生法が制定されると、1948年（昭
和 23年）、食品業界は社団法人・日本食品協会を発足させ、全国に支部を
設置した。この日本食品協会は営業者により設立されたものであるが、行
政とのつながりが濃く、いわゆる官製団体であり、各都道府県の支部の多
くは保健所内に置かれていた。1960年（昭和 35年）には、さらに自主的
な食品衛生指導を実施していくため、日本食品協会は、独自に食品衛生指
導員制度を創設し、厚生省は指導員の養成を協会に委託し、間接的な監視
指導を強化した。また、1962年（昭和 37年）、不当景品類及び不当表示
防止法（景品表示法）が制定されると、表示又は景品類に関する事項につ
いて自主的に業界のルール「公正競争規約」を実施することができるよう
になった。この規約は、各業界が自主団体として設置している公正取引協
議会が運用しており、公正マークの発行や虚偽・誇大広告、過大な景品類
について調査する等、業界が自主的に規制を行うものである。食品衛生法
においても、1957年（昭和 32年）の第 9次改正において、営業者自身に
よる食品衛生管理者制度が創設された。また 1972年（昭和 47年）の第
12次改正において、新たに、厚生大臣が定める有害な物質の混入防止の
措置基準、都道府県知事が定める公衆衛生上の措置基準について、営業者
の遵守義務が規定された。厚生省は、さらに営業者が自主的衛生管理に取
り組みやすいようにするため、食品の衛生的な取扱いを定めたガイドライ
ンを事業別に定めている。食品衛生行政の担い手が、もっぱら国と地方公
共団体であった仕組みから、自主的な食品衛生管理を担う民間諸団体が新
たに加わり、その協働としての食品衛生行政の登場と展開がみられるよう
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になったのである。
一方、世界では、GAPや ISOをはじめとする正式の国際取極めではな
いプライベートスタンダード等新たな認証制度ができており、そのなかに
は自主的衛生管理も含まれている。今後、どのように営業者が協力し、グ
ローバル化する社会のなかで、行政と協働して食品安全行政を進めていく
のかが課題となっている。
以上が、本論文において明らかにした点である。しかし、以下の 2点に
おいて、なお今後明らかにしなければならない課題がある。
第一に、食品衛生行政が、警察行政から離脱を果たした現在、食品衛生

問題は、新たに食品の国際基準の問題等グローバル化の課題に直面してい
る。Codex委員会による規格については、科学的知見を基に設定される任
意のものであるが、SPS協定の規定によって国内基準として導入され、法
律によることなく告示等で規格基準が改訂されていることにみられるよう
に、その正統性という問題がある。これについては、どの国も同様の問題
を抱えており、例えば、食品の長期保存を可能にする放射線の食品照射に
ついては、米国、EU、日本をみても、それぞれに取組が異なっている。
EUにおいては、さらにその内部で、農業国であるフランスと、工業国で
あるドイツといったように、対応が異なる。また、日本においては、カド
ミウムの基準を受け入れた際には、再度食品安全委員会や審議会に諮問し、
時間をかけて慎重な手続をとっている。しかし、慎重な審議を行ったとし
ても、国民による民主的コントロールは不十分なままである。今後、グロー
バル化が進展し、さらに Codex規格が増加することが予想される。国際
基準を国内基準に取り入れることに関する問題は、さらに重要な論点とな
るものであるため、このようなグローバル化が食品衛生行政にどんなさら
なる変化をもたらすかをみることは、アクチュアルな検討課題である。
また、このように、グローバル基準とそれに基づく規制が重要となるな

かで、先に述べたように、国の法律による規制が後退していく。しかし、
同時に営業者による自主的衛生管理の取組を含むプライベートスタンダー
ドの役割は、国の法的規制の限界を補うものとして、ますます重要となっ
ている。例えば、Codex規格は、開発途上国に配慮し、その規格レベルは
最低限の規制となっている。そのため、先進国の業界や企業では、食品の
安全を確保していくプライベートスタンダードを積極的に作っているので
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ある。これは、生産者の自主的衛生管理であり、日本でも、農林水産省が
日本版 GAPである JGAPの取得を推奨している。したがって、営業者が
自主的衛生管理をさらに促進していくなかで、こういったプライベートス
タンダードは、ますます重要となっており、こうした自主的な衛生管理と
の相互作用、すなわち、対立と補完のなかで、国や地方公共団体の食品衛
生法制がいかなるものへと変化していくかをみることも、次の課題となっ
ている。
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